秋山

紀夫 (終 身名誉音楽監督)

旧大宮市生まれ。武蔵野音楽大学卒業後、東京藝術大学へ 内地留学。 また、アメ リカのイース トヌン音
楽大学へ留学。 この 間、大宮市立桜木中学校、県立大宮工業高等学校の吹奏楽部を指導 し、全 日本吹奏楽
コンクール 出場へ と導いた。埼玉県吹奏楽連盟理事長、関東吹奏楽連盟副理事長、全 日本吹奏楽連盟副理
事長、 日本吹奏楽指導者協会会長を歴任。武蔵野音楽大学講師、 ソニー吹奏楽団常任指揮者を務めた。
・ インターナシ ョナル・バ ン ド
・ ク リニ ック委員会 よ り世界の吹
1992年 12月 、アメ リカミッ ドウェス ト
奏楽指導者を対象 と した第 1回 世界吹奏楽賞を与えられる。 1995年 7月 、世界吹奏楽指導者協会総会にお
いて 3人 目の名誉会員に選ばれる。 1998年 、大宮市文化賞を受賞 し、長年にわたる功績をたたえ られた。
2014年 1月 には下総院―音楽賞受賞、同年5月 、旭 日双光章を叙勲。
現在、埼玉県吹奏楽連盟会長、 (公 社 )日 本吹奏楽指導者協会名誉会長、アジア・ パシフィック吹奏楽
指導者名誉会長、WASBE(世 界吹奏楽協会 )名 誉会員、アメ リカン・ バ ン ドマスターズ アツシエー シ ョン名誉会員、 (社 )全
日本吹奏楽連盟名誉会員、浜松市音楽文化名誉顧問を務める傍 ら、アマチ ュアバン ドの客演指揮者、バ ン ドク リニ ックの講師
と して後進の育成にあたつている。2009年 11月 、おおみや市民吹奏楽団終身名誉音楽監督就色 さいたま市在住。

フ アミ リー ウ ィ ンズ和
「ファミリーウィンズ和 (な ごみ)Jは 、さいたま市を拠点として活動する「おおみや市民吹奏楽団」の関連団体として 2009年 5
月に発足 しました。老若男女を問わず参加 OK、 子連れ参加 OKの 、「昼間に活動する市民吹奏楽団」として活動 し、平日や休
日の昼間に、幅広い世代のメンバーで和気藷々と音楽を楽 しんでいます。団体名には、音楽を通 して、家族の和、団員同士の和、
地域の和を深め、心和むひと時が過むせるように・・・ との思いを込めました。福祉施設等への訪問演奏やイベン トでの演奏
を中心に活動 し、おおみや市民吹奏楽団と演奏面での交流も積極的に設けています。
ただ今、全パー ト (特 に Ca、 Perc)メ ンバー大募集中 !演 奏依頼も受け付けております !お 気軽にお問い合わせください。
ホームページ http//fam,yv7 nds753 web Fc2 com/ メールア ドレス Fam‖ ywinds̲nagomoyahoO COjp
Westfalen winds e.V。 (ウ ェ ス トフ ァ ー レン・ ウ ィンズ )
ドイツのノル トライン=ヴ ェス トファー レン州ザウアーラン トに
本拠地を置くアマチユアのプロジェク ト吹奏楽団です。
前身は 1982年 に創立されたホッホザウアーラン ト音楽学校所属
の吹奏楽団で、1996年 に独立 した吹奏楽団となりました。
通常 2回 の合宿からなるフェーズを年に 2回 行い、フエーズごと
にコンサー トFTl催 、 コンクール出場などを果たしてきました。60
名前後のメンバーは、 ドイッ各地から練習に参加 しています。
オ リジナル曲の委嘱や、プロの演奏者との共演などを精力的に
行 つており、数々の国際 コンクールで優秀な成績を収めています。
近年では、2013年 フ月にオランダのケルクラーデで開催された世
界音楽大会のコンクール部門最上級カテゴリーに出場しました。
お お み や市 民 吹奏 楽 団
高校や大学の OBバ ン ドとい う母体はな く、 1993年 に秋山先生を中心 とした発起人の方々の呼びかけに大宮市内在住または
在勤の音楽愛好者が集 まってできた純粋な市民バン ドです。メンバーは 18歳 か ら 60代 までと幅広い年代が集 ま り、団員数は
約 70名 で活動 してお ります。現在、終身名誉音楽監督の秋山紀夫先生 の ご指導の下、 プロの指導者によるパー トレッスン等
さらなる演奏技術の向上を図るとともに、音楽文化 の発信源 と して 「生活の中の音楽Jを 心がけ、いつでも・ どこでも・ 誰で
も 気軽に楽 しめる音楽を追究 しています。主な活動 と しては、毎年春 と秋に行 つている演奏会を中心にアンサンブル発表会、
小・ 中・ 高等学校 との合同演奏会、市や企業からの依頼演奏、地域行事への参加など。 また国内・ 海外の楽団との交歓演奏会
や演奏旅行な ども多数行 つています。
2002年 初の海外演奏旅行 韓国原州市での合同演奏会に出演
2004年 韓国の吹奏楽団「アパ ッシ ョナー タ・ ウイン ド・ オーケス トラJを 招いての 「日韓合同演奏会」を開催
・ 海を越える握手 '
2007年 アメ リカ演奏旅行 サンディエゴの 「コース タル・ コミュニティー・ コンサー トバ ン ド」と、
と題 して合同演奏会に出演
2008年 台湾への演奏旅行 嘉義市での国際音楽祭へ 出演や台北市の吹奏楽団 との合同演奏会など 3公 演に出演
2010年 台北の吹奏楽団「台湾管楽団」を招いての合同演奏会を開催
2012年 ハワイヘの演奏旅行 「ホノルル・ コミュニティバ ン ド」 との合同演奏会に出演
2014年 「ホノルル・ ウィン ドアンサンブル」 0日 ホノルル・ コミュニティバ ン ド)を 招いての合同演奏会を開催
2015年 4月 4日 ドイツ「 ウェス トファー レン・ ウィンズ」を招いての合同演奏会を開催

お お み や市 民 吹 奏 楽 団
○入団条件
○練習場所
○団
費
○練 習 日
○練習見学

団員募 集 の ご案 内
18歳 以上 (高 校生は応相談)で 楽器演奏経験のある方、楽器 (打 楽器を除 く)、 譜面台等は
個人持ちでお願 い します
さいたま市内のコミュニティセンターなど
月 3′ 000円 (別 途演奏会参加費あ り)
毎週土曜 日 17:30〜 21130(※ 演奏会前など、 日曜・祝 日の練習もあ ります)
楽団ホームページ http:″ occb ortv/『 問い合わせ』のメールフォームよ りお気軽 にお申
し込み ください

